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ラグビーワールドカップ2019TMの （イングランド）と （フランス）の公認チームキャンプ地です。
東京2020オリンピック・パラリンピックに向けた （オーストリア）と （オーストラリア）のホストタウンです。

ラグビーワールドカップ2019TM

開催まで 364日
東京2020オリンピック

開催まで 672日
東京2020パラリンピック

開催まで 704日

府中市は

府中市マスコットキャラクター

投票してこま！ ▲投票方法１日１票お願いします！
ゆるキャラグランプリホームページ http://www.yurugp.jp/

　10月の第２日曜日は「市民文化の日」です。市内の８つの文化　10月の第２日曜日は「市民文化の日」です。市内の８つの文化
施設で無料観覧やコンサート、スタンプラリー、アートマーケッ施設で無料観覧やコンサート、スタンプラリー、アートマーケッ
トなど様々なイベントを開催します。トなど様々なイベントを開催します。
　芸術と文化の豊かさや安らぎの時間をお楽しみください。各　芸術と文化の豊かさや安らぎの時間をお楽しみください。各
催しの申込みなどの詳細は市内に設置のパンフレットをご覧く催しの申込みなどの詳細は市内に設置のパンフレットをご覧く
ださい。ださい。
　問合せは、文化生涯学習課文化振興係（３３５・４４６４）へ。　問合せは、文化生涯学習課文化振興係（３３５・４４６４）へ。

■スタンプラリー
　各施設にあるスタンプを３つ以上
集めた方に、オリジナル缶バッジを
差しあげます。

府中の森芸術劇場府中の森芸術劇場
（３３５・６２１０）

■オープンシアター「吹いて・奏でて・
楽しんで～吹奏楽を体験しよう！」
▽時間 ①午前10時、午後１時半、
②午前10時半、午後２時
▽内容 ①吹奏楽演奏、②楽器体験
▽出演 府中市吹奏楽連盟

ルミエール府中ルミエール府中
市民会館（３６１・４１１１）
中央図書館（３６２・８６４７）

市民会館
■こどもパン作り体験
▽時間 午前10時～11時、午後１
時～２時・３時～４時
▽対象 小学生の市民と保護者
▽定員 12組（抽せん）
▽内容 東京2020オリンピック・
パラリンピックのホストタウン交流
事業としてオーストリアのパンなど
を作る
▽申込み ９月22日（土）から30日
（日）に直接当館へ
■「ロータスガーデン」特設販売コー
ナー
▽価格 480円（税込み）
▽内容 アップルパイ２個・メロン
パン１個の袋詰めの販売
中央図書館
■みんなでつくる！おすすめ歴史小

説・時代小説年表
▽時間 午前９時～午後７時
■本の処方箋～この人におすすめの
一冊
▽時間 午前９時～午後７時
■おはなしの森ハイキング
▽時間 ①午前11時～11時半、②
午後１時～１時半・２時～２時半
▽対象 ①１・２歳児と保護者、②３
歳～小学生（保護者同伴可）
■小学生のためのブックトーク「よ
むよむ探検隊」
▽時間 午後３時～３時45分
▽対象 小学４～６年生
▽内容 テーマ「大切な友だち」

ふるさと府中歴史館ふるさと府中歴史館
（３３５・４３９３）

■指定文化財写真展示及び展示解説
▽時間 午前10時半～11時、午後
２時～２時半
■ムサシカメ丸君のワークショップ
▽時間 午前10時～正午、午後１時
～４時

武蔵府中熊野神社古墳展示館武蔵府中熊野神社古墳展示館
（３６８・０３２０）

■武蔵府中熊野神社古墳まつり
▽日時 10月13日（土）午後５時～８
時・14日（日）午前10時半～午後４時
▽内容 古墳ステージ、くまじい・お
くまちゃんぬりえコンクールほか
（一部有料）

郷土の森博物館郷土の森博物館
（３６８・７９２１）

▽開館時間　午前９時～午後５時

（入場は午後４時まで）
※当日は入館無料です。
■企画展「東京最古の旧石器」
▽時間 午前９時～午後５時
■プラネタリウム投映
▽時間 ①午前10時、午後１時、②
午前11時半、午後２時半・③４時
▽費用 各大人600円・中学生以下
300円
▽内容 ①「おじゃる丸銀河がマロ
を呼んでいる～ふたりのねがい星」、
②「今夜の星空散歩」、③「９次元から
きた男」
■解説員による復元建築物の案内
▽時間 午前10時半～11時半
■太陽観望会
▽時間 午前10時半～午後零時半・
１時半～３時（雨天・曇天中止）
■学芸員によるギャラリートーク
▽時間 午後１時～２時
■森かふぇ
▽時間 午前10時～午後５時
※１人800円以上（税込み）注文され
た方先着80人にミネラルウォー
ターを差しあげます。

生涯学習センター生涯学習センター
（３３６・５７００）

■フットサルクリニック
▽時間 ①午前10時～11時・②11
時半～午後１時・③２時15分～３時
半・④４時～５時半
▽対象 ①年中・年長の幼児と保護
者、②中学生以上、③小学１・２年生・
④３・４年生・⑤５・６年生
▽定員 先着①20組・②20人、③④
⑤各学年先着15人

▽申込み ９月22日（土）午前９時
から直接当セン

ター体育受付へ
■ロビーコンサート～日本伝統音楽
の調べ
▽時間 正午～午後１時
■講座受講者による発表会
▽時間 午後１時半～４時
▽内容 子どもミュージカル、ボイ
ストレーニングの受講者、オカリナ・
クラシックギターの自主サークル団
体による発表会
■みんなで鳴らそう♪子どもハンド
ベルワークショップ
▽時間 午後２時～３時半
▽対象 小学生以下の方（小学３年
生以下は保護者同伴）
▽定員 先着20人
▽申込み ９月22日（土）から電話、
または直接当セン

ターへ
■レストラン「ミネルヴァ」バイキング
▽時間 午前11時～午後３時（１時
間制）
▽費用 大人1300円、小学４年生
以下650円
▽内容 東京2020オリンピック・パ
ラリンピックのホストタウン交流事業
としてオーストリア料理などを提供
※模擬店で、焼きそば、アメリカン
ドッグなども販売します。

府中市美術館府中市美術館
（３３６・４８５５）

※改修工事中のため観覧はできませ
ん。
■館長とお絵かきしよう
▽時間 午前11時～正午、午後２時
～３時（荒天中止）
▽対象 親子
▽内容 ウッドデッキで絵を描く

府中の森公園府中の森公園
府中の森公園サービスセンター

（３６４・８０２１）
※雨天中止です。
■大好きな彫刻をみんなで解説し合
おう！
▽時間 午前11時～正午
■野外彫刻を探せ！彫刻スタンプラ
リー
▽時間 午前10時～午後２時
■君も芸術家?!どんぐり工作教室
▽時間 午前10時～午後２時
※材料がなくなり次第終了します。
▽費用 100円
■アートマーケット
▽時間 午前10時～午後４時

10月14日（日）

８つの施設で学ぶ、遊ぶ、体験する!!８つの施設で学ぶ、遊ぶ、体験する!!
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　市では、市民協働普及啓発動画により、協働に一層興味・親しみを持っ
ていただくため、市民協働普及啓発動画キャラクターを活用し、皆さんが
使用したくなるようなＬＩＮＥスタンプのアイデアを募集します。　
　問合せは、協働推進課協働推進係（３３５・４４１４）へ。

▽対象 市民、市内在勤・在学の方
▽申込み 10月22日（月）までに、
決められた用紙（市役所４階協働
推進課、各文化セン

ター、スクエア21・女
性セン

ター、市民活動セン
ター「プラッツ」に用

意）で、協働推進課、各文化セン
ター、スク

エア21・女性セン
ター、または市民活動

セン
ター「プラッツ」へ／電子メール
(siminkyodo01@city.fuchu.
tokyo.jp)可

※決められた用紙は、市のホーム
ページからダウンロードできます。

市民協働普及啓発動画キャラクターの
ＬＩＮＥスタンプのアイデアを募集

▲ ＬＩＮＥスタンプのアイデアを
ご提案ください！

■ふちゅう子どもまつり　日10月
７日（日）午前10時～午後３時／雨
天の場合は８日（祝）場すずかけ公園
費200円（材料費）内手作り工作主府
中教育連絡会申当日直接会場へ問佐
藤宛（090・2172・1412）へ
■遺言カフェ～話してみよう、遺言・
相続のこと　日10月11日（木）午後２
時～４時場市民活動セン

ター「プラッツ」定
先着50人費無料内弁護士によるミニ
講座と茶話会主東京三弁護士会多摩
支部申当日直接会場へ問同支部事務
局（042・548・3800）へ
■むさし舞踊会発表会　日９月29
日（土）午前11時場府中の森芸術劇
場費無料内新舞踊ほか申当日直接会
場へ問中澤宅（363・0105）へ

■「水彩画サークル・オリーブの会」
会員募集　日活動は第２・４水曜日
の午後２時～４時場中央文化セン

ター費月
額3000円講柳　由美子氏（元ＮＨＫ
学園講師）申問小椋宛（090・8729・
3902）へ

■糖尿病予防講演会「現代食事事
情」　日９月29日（土）午後２時～５
時25分場ルミエール府中定先着700
人費無料内専門家による講話「時間
栄養学と生活習慣」ほか講植木彬夫
氏（医師）ほか主東京都糖尿病協会申
当日直接会場へ問臨床糖尿病支援
ネットワーク（322・7468）へ
■全国一斉！法務局休日相談所　日
10月７日（日）①午前10時～正午、午
後１時～４時・②午前10時半～11時

半、午後１時半～３時場東京法務局
九段第２合同庁舎（千代田区九段南）
費無料内①不動産・相続登記、戸籍、
国籍、人権などの相談、②遺言と相続
についての講演申問同法務局民事行
政調査官室（03・5213・1319）へ
■就職面接会in府中　日10月５日
（金）午後１時～４時（受付は午後３
時まで）場市民活動セン

ター「プラッツ」対
多摩地域を中心に仕事を探している
方他面接希望企業分の履歴書持参申
当日直接会場へ問東京しごとセン

ター多摩
（329・4524）へ
■TOKYOウオーク参加者募集　日
10月27日（土）①午前９時・②10時・
③11時場武蔵国分寺公園定先着
4500人費小学生以下無料、一般
1000円、中学・高校生・75歳以上500
円、当日申込みは中学・高校生以上は
500円が別に必要内体力に合わせ、

①20・②12・③８キロメー
トルを歩く主東

京都ほか申10月９日（火）までに、電
話でスポーツエントリー（0570・
039・846、平日の午前10時～午後５
時半に）へ、または当日直接会場へ／
ホームページ（http://www.tokyo-
walk.jp/）から申込み可問同大会事
務局（03・5256・7855）へ
■都立府中高校公開講座「天体観望
会」　日10月27日、12月15日（土）午
後５時半～８時（全２回）場同校対都
民、都内在勤・在学の方（小・中学生は
保護者同伴）定20人（抽せん）費500
円（受講料）内同校の天体ドームを活
用した月や土星などの観察講同校教
諭申10月５日（金）まで（当日消印有
効）に、往復はがきに年齢も記入し
て、同校「公開講座」担当（〒183－
0051栄町３の３の１）へ問同校
（364・8411）へ

講座・催し講座・催し
ボートレース平和島
観戦バスツアー

▽日程 11月11日（日）
▽集合時間・場所　午前９時半に市役
所東玄関
▽対象 20歳以上の市民、市内在勤・
在学の方でボートレースを初めて観戦
する方
▽定員 40人（抽せん）
▽費用 1000円（昼食代）
▽内容 招待席での観戦、ボートレー
ス講座
▽申込み 10月12日（金）まで（当日
消印有効）に、往復はがきに参加希望
者全員（４人まで）の住所・氏名・年
齢・電話番号、市内在勤・在学の方は
勤務先（学校名）、返信用宛名を記入
して、ボートレース平和島番組編成
室「ボートレース観戦バスツアー」係
（〒143－0006大田区平和島１の１

の１）へ
▽問合せ ボートレース平和島イン
フォメーション（０３・３７６８・９
２００）

観光ガイドツアー「国史跡武蔵府中熊野神
社古墳と旧甲州街道沿いの旧家を訪ねる」

▽日時 10月23日（火）午前９時～
正午／荒天中止
▽集合場所　西府駅改札前
▽定員 30人（抽せん）
▽費用 200円（保険料、資料代）
▽内容 西府駅～国史跡武蔵府中熊
野神社古墳～内藤家～浅間神社～八
雲神社～高倉塚古墳～新田義貞公之
像（約3.5キロ㍍）
▽申込み 10月１日（月）まで（必
着）に、往復はがき（１人１枚）に住
所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、携帯
電話番号（または電話番号）、返信用
宛名を記入して、〒183－8703生活
環境部経済観光課「史跡とヒガンバ
ナツアー」係へ
▽問合せ 経済観光課観光係（３３
５・４０９５）

認知症サポーター
「ささえ隊」養成講座

▽日時 10月３日（水）午後２時～
３時半
▽会場 武蔵台文化セン

ター

▽対象 市民
▽定員 先着20人
▽費用 無料
▽内容 認知症の正しい理解と対応
について
▽講師 地域包括支援セン

ター泉苑職員
▽申込み ９月22日（土）から地域
包括支援セン

ター泉苑（３６６・０１７１）
へ
▽問合せ 高齢者支援課地域包括ケ
ア推進係（３３５・４５３７）

10月の子育てひろば
すきっぷ

○西府文化セン
タ―　１日（月）

○北保育所　２日（火）
○朝日・美好保育所　３日（水）
○三本木保育所　９日（火）
○住吉・西府保育所　10日（水）
○八幡保育所　11日（木）
○四谷保育所　15日（月）
○武蔵台文化セン

ター　16日（火）
○紅葉丘文化セン

ター　17日（水）
○中央保育所　18日（木）
○東・北山保育所　24日（水）
○本町保育所　25日（木）
○小柳保育所　29日（月）
○西保育所　31日（水）
▽時間 各保育所…午前９時半～
11時、各文化セン

ター…午前10時～11時半
▽対象 ０～３歳の子どもと保護者
▽費用 無料
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」
さんぼんぎ（３６５・６２１２）

10月の子育てひろば
ポップコーン

▽会場・開催日・対象年齢　右上の表
のとおり
▽時間 午前10時～11時半／ポッ
プコーン・パパは午前10時～正午／
園庭開放は午前９時半～11時

▽費用 無料
▽問合せ 地域子育て支援セン

ター「はぐ」さ
んぼんぎ（３６５・６２１２）

おしらせおしらせ
文化センター
10月の休館日

○各文化セン
ター　８日（祝）

○中央・武蔵台・住吉・紅葉丘文化セン
ター　

１日（月）
○白糸台・押立・四谷・片町文化セン

ター　15
日（月）
▽問合せ 地域コミュニティ課コミュ
ニティ推進係（３３５・４１３７）

体育館10月の休館日

○郷土の森総合体育館　１日（月）・12
日（金）・18日（木）・24日（水）
○押立・栄町・四谷体育館　２日（火）・
11日（木）・12日（金）・24日（水）
○白糸台・本宿体育館　３日（水）・18
日（木）・19日（金）・29日（月）
▽問合せ 郷土の森総合体育館（３６
３・８１１１）、各地域体育館はスポー
ツ振興課施設係（３３５・４４８８）

子 育 て ひ ろ ば
ポ ッ プ コ ー ン ０歳 １歳 ２・３歳

新 町 文 化 セン
ター
１日・29日
（月） 15日（月）22日（月）

郷土の森総合体育館 ２日・23日
（火）

９日・30日
（火） 16日（火）

是 政 文 化 セン
ター 17日（水）３日・24日（水）

10日・31日
（水）

四 谷 文 化 セン
ター 18日（木）４日・25日（木） 11日（木）

第九学童クラブ ５日・12日・26日（金）
白糸台学童クラブ ５日・19日・26日（金）
ポップコーン・パパ ０～３歳
東・西・北山・小柳
本町・三本木保育所 21日（日）

園 庭 開 放 ０～３歳
本 町 保 育 所 毎週月・水曜日
北山・西府・美好保育所 毎週月・木曜日
東・西・住吉・朝日
小柳・四谷・八幡保育所 毎週火・金曜日

北・中央・三本木保育所 毎週水・木曜日
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凡例：日日程・日時　場会場・場所　対対象　定定員　費費用　内内容　講講師　出出演　主主催　他その他　申申込み　問問合せ

　11月７日（水）から12月25日（火）に、けやき並木通りと府中駅南側ペ
デストリアンデッキで実施するイルミネーションの協賛企業を募集し
ます。

▽協賛内容　協賛金（１口５万
円）を１口以上
※協賛いただいた場合は、企業
名の表示を行い、ポスターやＰ
Ｒボード、市のホームページに
掲載します。
▽申込み 10月４日（木）まで
に、決められた用紙（観光情報
セン
ター、郷土の森観光物産館、市役所
４階経済観光課に用意）で観光
情報セン

ター、郷土の森観光物産館、経
済観光課へ
▽問合せ 府中けやき並木イル

ミネーション実行委員会事務局
（３３５・４０９５＝経済観光課
内）

けやき並木イルミネーションけやき並木イルミネーション
協賛企業を募集協賛企業を募集

▲ 様々なイルミネーションが冬の
けやき並木を彩ります▲ 「府中まちなかきらら」ロゴマー

ク

■フリーマーケット開催・出店者募
集　日10月14日（日）午前９時～午
後３時場都立府中の森公園対営利を
目的としない方／未成年のみの出店
不可定先着30店費2000円（出店料）
問フリーマーケット推進ネットワー
ク（048・268・8711）へ
■くにたち市民オーケストラ　日
10月８日（祝）午後２時場府中の森
芸術劇場対小学生以上の方定先着
2000人費入場料1000円（高校生以
下は無料）内曲目はベートーベン…
「田園」、ムソルグスキー…「展覧会の
絵」ほか出神宮　章（指揮）他未就学
児の入場不可申当日直接会場へ問事
務局（080・5445・9292）へ
■不動産街頭無料相談会　日10月
１日（月）午前10時～午後４時場武

蔵小金井駅南口前主全日本不動産協
会多摩中央支部他相談員は弁護士、
税理士、一級建築士申当日直接会場
へ問同支部事務局（316・7822）へ
■公証週間に伴う無料特設電話相談
　日10月１日（月）から７日（日）午
前９時半～正午、午後１時～４時半
内遺言や契約など公証事務の電話相
談（03・3502・8239）問府中公証役場
（369・6951）、または東京公証人会
（03・3502・8050）へ
■「中秋の名月」観望会　日９月24
日（月）午後６時半～８時場府中公園
費無料内望遠鏡で月、土星、木星など
の観察主ＦＡＳ府中天文同好会申当
日直接会場へ問佐藤宛（090・1530・
1856）へ
■社交ダンス講習会　日10月の毎
週土曜日　午後１時15分～２時45
分（全４回）場郷土の森総合体育館対
初心者・中級者の市民費2000円内

初・中級者講習会講大野あつ子氏（元
ＪＢＤＦプロ）主シオン申問上野宛
（090・9317・3056）へ
■陶芸体験　日10月５日・12日・19
日（金）午前９時半～正午場武蔵台文
化セン
ター費無料主武蔵台シニア陶芸の会

申当日直接会場へ問村上宅（366・
6088）へ
■楽しみ発見！シャンソン・タンゴ
体験　日９月25日、10月２日（火）午
後２時半～４時半場市民活動セン

ター「プ
ラッツ」対70歳以下で初心者の方定
各先着10人費1000円（資料・譜面代
ほか）内ボイストレーニング､ピアノ
伴奏による歌唱指導講谷　リエ子氏
（日仏シャンソン協会員）主けいおう
シャンソンクラブ申問同クラブ宛
（090・6157・8080）へ
■建設ユニオン東多摩支部住宅
デー　日10月14日（日）午前10時～
午後３時／雨天中止場関の原公園費
無料内住宅相談、木工教室、子ども棟
上式ほか問首都圏建設産業ユニオン
東多摩支部（354・8055）へ

■法の日無料相談　日 10月１日
（月）午後１時～４時場東京法務局府
中支局（新町２の44）内土地・建物の
調査・測量、境界問題、不動産の表示
に関する登記の相談問東京土地家屋
調査士会府中支部・池田宛（325・
3589）へ
■楽しく着付府中和服くらぶ　日10
月14日（日）午後６時～８時場市民活
動セン

ター「プラッツ」定先着12人費2000
円（資料・テキスト・小道具代）内浴
衣・振袖・留袖の着付けを学ぶ講着付
師申電話、またはＦＡＸ（306・6944）
で 天 野 宅 へ 問 同 宛（080・6647・
5570）へ
■江戸・TOKYO～技とテクノの融合
展　日10月２日（火）午前10時～午
後５時場東京国際フォーラム（千代
田区丸ノ内）費入場自由（無料）内
ブース展示、講演会、プレゼンテー
ションほか主東京信用保証協会問同
協会ビジネスフェア実行委員会事務
局（03・3272・2070）へ

○掲載内容は、当事者間で責任をお持ちください
○はがきなどでの申込みは、住所・氏名・電話番号などを記入してください

募集募集
市民協働周知にご協力いた
だける市内事業者の募集

　11月の市民協働推進月間中に、市民
協働普及啓発動画キャラクターを活用
した市民協働の周知にご協力いただけ
る市内事業者を募集します。
　ご協力いただいた事業者は、市の
ホームページなどで紹介します。
　問合せは、協働推進課協働推進係（３
３５・４４１４）へ。
▽対象 市内事業者
▽内容 市民協働普及啓発動画キャラ
クターを活用した商品の作製やチラシ
の設置などによる市民協働の周知への
協力ほか
▽申込み 10月17日（水）までに、決め
られた用紙（市役所４階協働推進課に
用意）で協働推進課へ／電子メール
（siminkyodo01@city.fuchu.tokyo.
jp）可
※決められた用紙は、市のホームペー
ジからダウンロードできます。

「府中まちなかきらら」（インフ
ラ管理ボランティア）を募集

　市では良好な環境を維持するため
に、地域の方々による自主的な清掃な
どの活動をサポートする「府中まちな
かきらら」を実施しています。地域を守
り育てていくためには、地域の皆さん
による活動が重要となります。皆さん
のご登録をお待ちしています。
　問合せは、道路での活動については

管理課監察係（３３５・４３２８）、公
園での活動については公園緑地課公
園管理係（３３５・４２６３）へ。
▽ボランティア登録の種類・募集期
間
○長期的な活動（１年以上）…10月
１日（月）から31日（水）
○短期的な活動（１日から７日の希
望する期間）…随時
▽活動場所　市が管理する道路、公
園
▽対象 市民、市内在勤・在学の方ほ
か
▽活動内容　清掃、除草、せん定（低
木のみ）／長期的な活動は、点検・報
告を含む
▽市の補助　清掃用品の貸与、ボラ
ンティア保険への加入、サインボー
ド（周知看板）の設置、活動で集めた
ごみの回収、名刺の配布ほか（短期的
な活動は、このうち一部のみ）
▽申込み 決められた用紙（市役所
７階管理課・公園緑地課に用意）に必
要事項を記入して、管理課、または公
園緑地課へ
※用紙は、市のホームページからダ
ウンロードできます。

講座・催し講座・催し
農業担い手支援事業
「農ウォーク」

▽日時 10月13日（土）午前９時
▽集合場所　飛田給駅
▽対象 市民
▽定員 30人（抽せん）
▽費用 高校生以上1000円、中学生
以下無料
▽内容 白糸台・小柳町などの地域
の農地で秋野菜の収穫を体験しなが
らウォーキングする
▽主催 府中市農業後継者連絡協議
会

▽申込み 10月３日（水）まで（必着）
に、往復はがきに住所、氏名、年齢、電話
番号、返信用宛名を記入して、〒183－
8703生活環境部経済観光課「農ウォー
ク」係へ
▽問合せ 経済観光課農政係（３３５・
４１４３）

悪質商法パネル展示

▽日時 10月２日（火）から５日（金）
午前８時半～午後５時15分（５日は午
後１時まで）
▽場所 市役所１階市民談話室
▽内容 悪質商法の手口などを紹介し
た啓発パネルの展示
▽問合せ 経済観光課消費生活セン

ター（３
６０・３３１６）
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○各事業の申込み（先着順）で、時間の記載のないものは、
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◆郷土の森総合体育館スポーツ教室◆

教　室　名 コース名 日　　　時 対　象 定員
（抽せん） 内容

女性のためのトレー
ニング教室

月A(ヨガ）

10月21日から平成31年3月18日
（各全13回）

午前10時～11時半

16歳以上の女性市民（１人１
コース） 各40人

ヨガ、エアロビクス、リズム体操、
ジャズダンス、ストレッチ、筋力
トレーニングほか

月B（エアロビクス） 午後１時半～３時
火（リズム体操）

午前10時～11時半
木（リズム体操）
金（ジャズダンス）
日（エアロビクス）

トップチームによる
フットサル教室

低学年
10月23日から12月18日の火曜日
（各全9回）

午後４時45分～５時45分 小学１～３年生の市民
各30人 フットサル高学年 午後６時～７時 小学４～６年生の市民

初心者向け 午後７時15分～８時45分 16歳以上の市民

60歳からの健康づ
くり教室

火
10月26日から平成31年2月27日
（各全13回）

午後３時半～５時
おおむね60歳～75歳の健康な
市民（１人１コース） 各50人 リズム体操、太極拳

水A 午後１時半～３時
水B 午後３時半～５時
金 午後１時半～３時

ジ
ュ
ニ
ア
教
室

体力づくり相撲 10月27日から平成31年2月23日
の土曜日（全10回）

午前10時～11時半

小・中学生の市民 各30人

相撲
体力づくり柔道 午後３時半～５時 柔道

剣道 10月28日から平成31年2月17日
の日曜日（全10回） 午前９時～10時半 剣道

新体操
低学年 11月7日から平成31年2月13日の

水曜日（各全10回）
午後３時15分～４時15分 小学１～３年生の女子の市民

各40人 リボン、フープ、こん棒ほか
高学年 午後４時半～５時45分 小学４年～中学生の女子の市民

体力づくり体操
低学年 11月10日から平成31年2月16日

の土曜日（各全7回） 午後３時半～5時
小学１～４年生の市民 30人 マット運動、平均台

高学年 小学５年～中学生の市民 20人 トランポリン、跳び箱

サーキットトレーニング教室 10月29日から平成31年1月28日
の月曜日（全8回） 午後７時～8時半 16歳以上の市民 各40人

有酸素運
動、筋力
トレーニ
ング

幼児体育教室 11月7日から平成31年2月13日の
水曜日 (各全10回） 午前10時15分～11時45分

女性のための軽スポーツ教室に
参加する方の子どもで３・４歳児 30人 外遊び、

室内遊び
女性のための軽スポーツ教室 16歳以上の女性市民

各40人
リズム体
操、軽ス
ポーツホリデースポーツ教室 11月10日から平成31年2月23日

の土曜日（全10回） 午前10時～11時半 16歳以上の市民

府中市公式ツイッターのアカウントは「東京都府中市」、ユーザー名は「＠fuchu_tokyo」

▲幻想的な竹あかり

　市では、北海道で発生した地震により被害を受けた方々への救済のた
め、市民の皆さんの義援金を市役所１階地域福祉推進課で受け付けてい
ます。
　また、日本赤十字社でも義援金を募集しています。
　問合せは、地域福祉推進課社会福祉係（３３５・４１６１）へ。

■平成30年北海道胆振東部地震災害義援金の郵便振込
▽口座名　日赤平成30年北海道胆振東部地震災害義援金
▽口座番号　００１３０・１・６７３５９１

支援をお願いします
平成30年北海道胆振東部地震災害義援金

おしらせおしらせ
国史跡武蔵国府跡（国司館地区）
史跡広場一時閉園のお知らせ

　国史跡武蔵国府跡（国司館地区）史跡
広場は、工事のため、10月１日（月）か
ら31日（水）は閉園しますので、ご理
解・ご協力をお願いします。
　問合せは、ふるさと文化財課管理係
(３３５・４４８７)へ。

地区図書館の不用図書を
差し上げます

▽日時 10月２日（火）から21日（日）
の開館日　午前９時～午後５時（生涯
学習セン

ター図書館の平日は午後７時まで）
▽会場 各地区図書館（押立図書館は
除く）

▽持ち帰り冊数　１人20冊まで
※在庫がなくなり次第終了します。
※手さげ袋などを持参してくださ
い。
▽問合せ 中央図書館（３６２・８６
４７）

納期限のお知らせ

▽種別 国民健康保険税第３期分、
介護保険料第３期分、後期高齢者医
療保険料第３期分
▽納期限及び口座振替日　10月１
日（月）
※口座振替をご利用の方は、預金残
高をご確認ください。
▽問合せ 納税課納税推進係（３３
５・４４４９）、介護保険課資格保険
料係（３３５・４０２１）、保険年金課
後期高齢者医療係（３３５・４０３３）

スポーツスポーツ
市民体育大会秋季大会
開会式

　10月７日（日）午前９時20分から、
市民陸上競技場で、市民体育大会秋
季大会の開会式を行います。これに
伴い、午前８時45分に、大國魂神社か
ら市民陸上競技場へのパレードが出
発するほか、午前９時45分頃に、開会
を告げる花火を打ち上げます。また、
車での来場はご遠慮ください。皆さ
んのご理解・ご協力をお願いします。
　なお、当日が雨天の場合、開会式は
午前10時から郷土の森総合体育館
で行い、パレード、花火の打上げは中
止します。
　問合せは、スポーツ振興課スポー
ツ推進係（３３５・４４９９）へ。

グラウンドゴルフ
親善大会

▽日時 10月25日（木）午前８時半
～午後４時
▽会場 郷土の森サッカー場
▽対象 市民、市内在勤・在学の方
▽費用 1000円（保険料ほか）
▽申込み ９月28日（金）までに、決
められた用紙（府中駅北第２庁舎４
階スポーツ振興課に用意）で、スポー
ツ振興課へ
▽問合せ スポーツ振興課スポーツ

推進係（３３５・４４９９）

郷土の森総合体育館ス
ポーツ教室参加者募集

▽教室名・コース名・日時・対象・定員・
内容　下の表のとおり
▽費用 毎回の体育館使用料大人150 
円、子ども70円
※幼児体育教室は、10月31日（水）午前
10時から説明会を開催します。
▽申込み ９月28日（金）まで（必着）
に、往復はがきに希望教室・コース名
(１人１教室）、住所、氏名（ふりがな）、
年齢（学年・幼児体育教室は生年月日)、
電話番号、返信用宛名を記入して郷土
の森総合体育館（〒183－0025矢崎町
５の５）へ
▽問合せ 郷土の森総合体育館（３６
３・８１１１）

審議会・協議会審議会・協議会などなど
■子ども・子育て審議会放課後対策部会
　10月１日（月）午後６時　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方（先着
10人）は９月28日（金）までに、児童青
少年課へ／問合せは同課放課後児童係
（３３５・４３００）へ
■福祉のまちづくり推進審議会
　10月４日（木）午前10時　市役所北
庁舎３階会議室／傍聴希望の方（先着
５人）は前日までに、地域福祉推進課へ
／問合せは同課社会福祉係（３３５・４
１６１）へ　ラグビーワールドカップ2019の開催を見据え、府中を訪れる方々を迎

えるあかりの演出「おもてなしライトアップ～府中で竹あかり」を実施し
ます。けやき並木通り周辺に竹あかりを設置し、暖かみのある和のあかり
を演出します。
　問合せは、経済観光課商工係（３
３５・４１４２）、またはまちづく
り府中（３７０・１９６０）へ。

▽期間 ９月30日（日）から10月
21日（日）午後５時半～11時
※９月30日（日）午後５時半から
フォーリス前で点灯式を行いま
す。
▽場所 けやき並木通り周辺

おもてなし
  ライトアップ～府中で竹あかり
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▲ 
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▲ 茶・黄・白・緑・青色のかわいら
しい馬てい型の箸置き

▲ 府中の工場が発祥の地であ
るザ・プレミアム・モルツ

じナイスななな写真

大募
ななな

集
なななな

!
＃なんぶりんぐ

で投稿しよう！

「正面突破だけじゃナイスタグラム！分倍河原の駅
前には、今にも動き出しそうな新田義貞像が」
鎌倉幕府攻めの成功の秘訣は、守りの堅い正面から
“じゃなくて”、守りの薄かった稲村ヶ崎から回り込
んで攻めたことが功を奏したそうです！
ちょっと見方を変えると、日常の中に新しい発見が
あるかも！
#なんぶりんぐ　#府中市
#分倍河原駅　#南武線

　ＪＲ南武線沿線の府中市、稲城市、川崎市、立川市、国立市の共同プロモーションプロジェクト「なん　ＪＲ南武線沿線の府中市、稲城市、川崎市、立川市、国立市の共同プロモーションプロジェクト「なん
ぶりんぐ」では、インスタグラムを使った「じゃナイスタグラム・フォトコンテスト」を実施します。優秀ぶりんぐ」では、インスタグラムを使った「じゃナイスタグラム・フォトコンテスト」を実施します。優秀
作品を投稿した方には、賞品を贈呈するほか、優秀作品のポスターをＪＲ南武線の車内や駅構内に掲示作品を投稿した方には、賞品を贈呈するほか、優秀作品のポスターをＪＲ南武線の車内や駅構内に掲示
します。ぜひ、投稿してください。します。ぜひ、投稿してください。
　問合せは、経済観光課観光係（３３５・４０９５）へ。　問合せは、経済観光課観光係（３３５・４０９５）へ。

南武線沿線のじゃナイスな写真を撮って応募しよう！

じゃナイスタグラム・じゃナイスタグラム・
フォトコンテストフォトコンテスト

「じゃない」を探すと「ナイス」が見えてくる「じゃない」を探すと「ナイス」が見えてくる
10月１日（月）から11月30日（金）10月１日（月）から11月30日（金）

じゃナイスタグラムってなに？
　「じゃナイスタグラム」は、「『じゃナイ』を探すと『ナ
イス』が見えてくる」をキーワードに、おいしい食べ物、
きれいな景色、隠れたフォトスポットなど、南武線の魅
力を紹介するフォトコンテストです。意外な発見や驚
きを写真に撮り、「●●●じゃナイスタグラム！▲▲
▲」とコメントを付けて投稿してください。
「じゃナイ」を投稿しよう！
▽募集期間　10月１日（月）
から11月30日（金）
▽投稿方法　インスタグラ
ムで、コメントに「＃なんぶ
りんぐ」と付けて写真を投
稿
▽費用　無料／通信料などは自己負担

なんぶりんぐ５自治体から豪華賞品をプレゼント
　優秀作品を投稿した方には、５市にちなんだ賞品セットを
プレゼントします。
　なお、府中市にちなんだ賞品は、サントリーのザ・プレミア
ム・モルツ６缶セットとＪＲＡ東京競馬場のロゴをあしらっ
た馬てい型箸置き５色セットです。
※選考の対象となるためには、なんぶりんぐ公式インスタグラ
ム（@namburing）のフォローが必要です。
※未成年者にはアルコール飲料を発送しません。
■そのほかの賞品
○稲城市…地元名菓の詰め合わせほか
○川崎市…工場夜景屋形船クルーズほか
○立川市…立川シネマシティ映画ペア招待券ほか
○国立市…国立養蜂の蜂蜜ほか

５市「いいね」争奪戦！
じゃナイスバトルを実施中
　ＪＲ南武線沿線の５市が毎週テーマを決めてな
んぶりんぐ公式インスタグラム（＠namburing）
に投稿し、「いいね」の数を競います。気に入った写
真に「いいね」をしてください。

なんぶりんぐとは？
　そぞろ歩きという意味の「ランブリング
（rambling）」と、ＪＲ南武線の「なんぶ」を掛け合
わせた造語です。５市が連携して南武線沿線の行
き来を楽しむ提案をしています。

な

（
わ
き

　０５０・３４９１・９８４９

■市民企画講座「身近にあるポピュ
ラー音楽から民族音楽を学ぼう！」／Ｆ
　日10月６日・20日、11月３日（土）午
前10時～正午（全３回）場研修室定先
着24人費1500円講鈴木良枝氏（東邦
音楽大学非常勤講師）
■季節を楽しむカリグラフィー／Ｆ
　日10月11日・25日、11月８日・22日、
12月13日・20日（木）午後１時半～３
時半（全６回）場研修室定先着18人費
4000円内基本の書体を学びカードを
作成する講金子　薫氏（日本ペンマン
シップ協会講師）
■旅を楽しむ！ハングル入門／Ｆ
　日 10月15日・22日・29日、11月12
日・19日・26日、12月10日・17日（月）午

前10時～11時半（全８回）場研修室
定先着10人費8000円内入門～初級
レベルの文法や語彙を学び旅行で使
える言葉などを習得する講洪　性旭
氏（東京外国語大学特別研究員）
■①Word・②Excelステップアップ
「マスター」／Ｆ
　日10月７日・21日、11月４日・18
日、12月２日・16日（日）①午前９時
半～午後零時半・②１時半～４時半
（各全６回）場パソコン学習室定各先
着15人費6000円内MOS試験合格
レベルの①Word・②Excelの実践力
を養う講シルバー人材セン

ター登録講師
■美文字・筆ペン入門クラス／Ｆ
　日10月６日・20日、11月３日・17
日、12月１日・15日（土）午前10時～
正午（全６回）場語学室定先着10人
費3000円内漢字・平仮名の基本や暮
らしの中の書を学ぶ講今野耕作氏
（毎日書道会会友）

■明治大学連携「生涯学習ファシリ
テーター養成講座（基礎）」／Ｆ
　日10月６日・13日・20日、11月３
日（土）・11日（日）午前10時～正午
（全５回）場研修室対市民、市内在勤・
在学の方定先着20人費無料内生涯
学習の基礎知識と府中市の取組を学
ぶ講明治大学講師ほか
◆　上記６記事の共通項目　◆
　対平成15年４月１日以前生まれ
の方申電話、または直接当セン

ターへ
◇　　　◇　　　◇

生涯学習セン
ター10月の休館日

　１日（月）／当セン
ター図書館は17日

（水）・18日（木）も休館

　３６８・７９２１
入場料　３００円（中学生以下１５０円）

■森のお話会～紙芝居
　日９月22日（土）午後２時45分場
旧郵便取扱所脇対５歳以上の方内
「へんしんまめまめ」「ぶるるんぶる
た」他語りは十べえお話の会
■自然観察会「多摩川むしむしウォッ

チング」
　日９月23日（祝）午前10時／雨天中
止場博物館正門前集合費300円内河原
で昆虫を探し、捕まえた種類を解説他
小学生以下は保護者同伴／協力は多摩
川セン
ター

■プラネタリウム特別投映「中秋の名
月」
　日９月23日（祝）午後４時～４時45
分場プラネタリウム定先着187人費大
人600円、中学生以下300円内お月見
の文化や秋の星空を解説
■星空観望会
　日９月24日（月）午後７時半～９時
／雨天・曇天中止（当日午後３時に決
定）場博物館正門前集合費大人200円、
中学生以下100円内中秋の名月・火星・
土星など季節の星々を観察
■ゴムスタンプを彫ろう
　日10月７日（日）午後１時～３時場
ふるさと体験館費300円他小学４年生
以下は保護者同伴申電話で当館へ

◇　　　◇　　　◇
郷土の森博物館10月の休館日

　１日（月）・９日（火）・15日・22日・29
日（月）
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日　程 作　品

11月８日（木）・９日（金） 「貸間あり」
「太陽の季節」

平成31年
１月25日（金）・26日（土）

「夜の流れ」
「愛妻物語」

平成31年
３月15日（金）・16日（土）

「暖簾」
「狂った果実」

　３３５・６２１１

■赤ちゃんマッサージ教室
　日11月の毎週水曜日　午前９時40
分～10時40分・11時～正午（各全４
回）場市民活動セン

ター「プラッツ」対市民、市
内在勤・在学の方で、教室開始時に生後
６か月以下の乳児と母親定各10組（抽
せん）費3500円（保険料・オイル代ほ
か）内オイルを使ったベビーマッサー
ジの実践講草間裕子氏（国際インファ
ントマッサージ協会認定インストラク
ター）他兄妹を連れての参加不可／セ
サミオイル（無臭）を使用するため、ゴ
マアレルギーの方は事前にご相談くだ
さい申10月４日（木）まで（必着）に、往
復はがき（１組１回）に希望時間、住所、
親子の氏名（ふりがな）、乳児の生年月
日と教室開始時の月齢、電話番号、返信
用宛名を記入して、当劇場「赤ちゃん
マッサージ教室」係へ／当劇場ホーム
ページから申込み可

▲親子のきずなを深めましょう

■名作映画会「年間通し券」
　日内下の表のとおり場市民活動セン

ター

「プラッツ」費2200円申チケットは９
月22日（土）から11月９日（金）に当劇
場チケットセン

ター、市民活動セン
ター「プラッツ」

で発売

◇　　　◇　　　◇
府中の森芸術劇場10月の休館日

　９日（火）・10日（水）・22日（月）

・市民会館　３６１・４１１１
・中央図書館　３６２・８６４７
■ルミエール市民会館相続対策①セミ
ナー・②個別相談会
　日10月28日（日）①午後１時・②２時
半場第１・２会議室定①先着50人・②
10人費無料申ブレイン（042・692・
0010）へ問市民会館へ
■レファレンス講座「百人一首入門～
季節の歌、恋の歌」
　日11月４日（日）午後２時～４時場
第１・２会議室対中学生以上の方定先
着40人費無料講吉田裕子氏（国語講
師）申午前９時～午後７時に、電話で、
または直接中央図書館へ問同館へ

◇　　　◇　　　◇
ルミエール府中10月の休館日

　2日（火）・15日（月）・16日（火）・17日
（水）

　３１９・９７０３

市民活動セン
ター「プラッツ」

■市民活動専門講座「Facebookで始
める情報発信講座～団体情報を世界
に発信！」
　日10月28日（日）午後２時～４時
場第１会議室対Facebookアカウ
ントを持っている方で、Facebook
での広報・集客をさらに増進させた
い方定先着30人費1000円（資料代
ほか）内Facebookでの効果的な情
報発信の仕方や集客のコツ講小林
廣和氏（Code for Fuchu代表）申
電話で、またはＦＡＸに、氏名（ふり
がな）、電話番号、電子メールアドレ
ス、団体名を記入して当セン

ターへ／電子
メール（moshikomi@fuchu-platz.
jp）可

　３５４・８７００

■１歳児交流会「はいぽ」
　日①10月26日、11月９日、②11月
２日・16日（金）午前10時15分～11
時半（各全２回）場たっち交流ひろば
対ひろば登録している（予定可）市民
で、①平成29年４～６月生まれ、②
平成29年７～９月生まれの第１子
と親定各14組（抽せん）費無料内親
子遊び申10月３日（水）まで（必着）
に、往復はがき（１組１枚）に住所、親
子の氏名（ふりがな）、子の生年月日・
性別、電話番号、参加動機、返信用宛
名を記入して、当セン

ター「１歳児交流会は
いぽ」係へ
■リフレッシュ保育12月分利用受
付
　対１歳～就学前の幼児の保護者で
利用登録をしている方定１時間ごと
に先着８人費（１時間）市民１人目
800円・２人目400円・３人目以降
200円、市内に２親等以内の親族が
いる市外の方１人目1000円・２人目
500円・３人目以降300円内午前10
時～午後５時で継続して４時間を限
度に月８日まで一時預かり申10月
１日（月）（市外の方は11月１日
（木））から利用日の２日前までに、決
められた用紙（当セン

ター総合受付に用意）
で当セン

ター総合受付へ／10月２日（火）
（市外の方は11月２日（金））以降は
電話での予約可

　３６７・８８８１

子ども家庭支援セン
ター「しらとり」

■あおぞらオープンルーム「しらと
りのミニミニ運動会」
　日９月25日（火）午前11時～11時
半場武蔵台公園対未就学児と保護者
費無料
■ミニルームあいあい乳幼児期の身
近な危険と対処法
　日10月11日（木）午前10時～11時
半対市民で、未就学児と保護者定先
着12組講保健師他見守り保育あり
申午前10時半～午後５時に電話で
当セン
ターへ

　３５１・４６００

■登録団体協働講座「足のむくみ・だ
るさで悩んでいませんか～保険適用
される下肢静脈瘤レーザー治療」
　日10月13日（土）午後１時半～３
時定先着50人費無料内痛くない
レーザー治療講宮城直人氏（心臓血
管外科医師）主健康を考える会申問
電話で府中恵仁会病院（365・1211）
へ
■男女共同参画市民企画講座「心も
カラダもスッキリ！シナプソロジー
～心が動く元気教室」
　日10月23日（火）午前10時～11時
半対20歳以上の方定先着30人費無
料内楽しい感情が痛みや不安を追い
出す体験講榎本久美子氏（シナプソ
ロジー教育トレーナー）主BREMS
他託児（１歳以上の未就学児、先着
10人、100円（保険代）､飲み物とおや
つ持参）希望の方は、10月３日（水）
までに電話で同会・榎本宛へ申電話
で同宛へ／電子メール（kumiko38
0404@icloud.com）可問同宛（090・
5399・9530）へ
■男女共同参画市民企画講座「見え
ない、女性たちの貧困～シングル女
性の３分の１が『貧困女子』？」
　日10月27日（土）午前10時～正午
定先着50人費無料内映画「冬のメ
イ」上映と講演会講高橋亜美氏（アフ
ターケア相談所ゆずりは所長）主府
中ネット他託児（１歳以上の未就学
児先着10人、飲み物とおやつ持参）
希望の方は10月10日（水）までに、電
話で佐々田宅へ 申 問同宅（327・
0696）へ
■新米ママとパパのための子育てイ
ベント～ママはヨガ、パパはベビー
マッサージで楽しい休日を
　日10月21日（日）午前10時～正午
対平成30年４～６月生まれの第１
子と両親定先着20組内新しい家族
を迎えるにあたっての心構えほか講
府中市助産師会他動きやすい服装・
バスタオル・オムツ・おしり拭き・着
替え持参申電話で当セン

ターへ
■地図で読み解く府中のくらし～男
性のための初めの一歩
　日①10月27日、②11月３日・③17
日（土）午後１時半～５時場①③当
セン
ター・②郷土の森博物館対男性、男性と
共に参加の女性、男性保護者と小学
生以上の子ども（女性のみの参加は
不可）定各回先着20人費各回300円
内①ハザードマップでまちあるき・
②古絵図で歴史発見・③農産物マッ
プで地域の食を知る講松木紀美子
（市民活動支援セン

ター理事長）ほか申電話
で同セン

ターへ
■女性のための就職支援セミナー～
適職を見つけよう！再就職キャリア
ガイダンス
　日10月18日・25日（木）午前９時
半～11時半対就職活動中、または就
職を希望している女性定各回先着
30人費無料講狩野　賢氏（キャリア
コンサルタント）、大村美樹子氏（ア
イビー・リレーションズ代表）他託児
（1歳以上の未就学児、先着10人、
100円、飲み物とおやつ持参）希望の
方は10月２日（火）までに、電話でむ
さし府中商工会議所へ申電話で、ま
たはＦＡＸ（369・9889）に希望講座
名、住所、氏名、年齢、電話番号、託児
の有無を記入して同会議所へ／電子
メール（info＠tam5cci.or.jp）可問

同会議所（362・6421）へ
◇　　　◇　　　◇

スクエア21・女性セン
ター10月の休館日

　14日（日）・24日（水）

　３６０・１３１２／ FAX３６８・６１２７

心身障害者福祉セン
ター「きずな」

■装具・福祉機器・住宅改善相談
　日①10月６日（土）午前９時～正午・
②18日（木）午後１時～４時費無料内
理学療法士・作業療法士による相談申
①９月28日（金）・②10月11日（木）ま
でに当セン

ターへ
■当事者相談
　日①10月４日（木）・②６日（土）午後
１時～５時対①視覚・②肢体障害のあ
る方と家族ほか費無料申当セン

ターへ
■車いす社交ダンス
　日10月19日（金）午前10時～正午対
身体障害のある市民定16人（抽せん）
費無料申10月５日（金）までに当セン

ターへ

・社会福祉協議会 ３６４・５３８２
・権利擁護セン

ターふちゅう ３６０・３９００
・シルバー人材セン

ター ３６６・２３２２

〒183－0055 　府中町 1 の30

■わがまち支えあい協議会（地区社協）
準備委員会
　日①10月２日（火）・②５日（金）・③
10日（水）午後１時半～３時半場①住
吉・②西府・③武蔵台文化セン

ター内文化セン
ター

エリアで行う、住民主体で地域の課題
を共有・協議して解決する場づくりに
ついての話し合い申問社会福祉協議
会へ
■老い支度カレッジ「自分らしい最期
を考える」
　日11月１日（木）午後１時半～３時
場ルミエール府中対市民定先着200人
内講演会「自分らしい最期を考える」講
石飛幸三氏（特別養護老人ホーム芦花
ホーム常勤医）他「未来ノート」（350
円）を販売申問電話、またはＦＡＸ
（362・9093）で権利擁護セン

ターふちゅうへ
■シルバー人材セン

ター入会希望者説明会
　日10月２日（火）午前９時～正午場
会議室対60歳以上の市民で、短期的・
補助的な仕事を探している方申問同セン

ター

へ
◇　　　◇　　　◇

ふれあい会館10月の休館日
　毎週日曜日、８日（祝）問当館（334・
3011）へ

ふるさと府中歴史館10月の休館日
　１日（月）・９日（火）・15日・22日・29
日（月）問当館（335・4393）へ

お詫びと訂正
　９月11日号の「広報ふちゅう」の４
ページでお知らせした「鉄道模型広場
inルミエール」の記事に誤りがありま
した。
　お詫びして訂正します。
■鉄道模型広場inルミエールの日程
○誤　10月７日（日）・８日（祝）
○正　10月６日（土）・７日（日）
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○会場の記載のないものは、保健センターで行い
ます
○予防と相談は無料です
○各事業の申込みは、それぞれの申込み日の午前
８時半から受け付けます／申込み日の記載のない
ものは、当日直接会場へ／通マークは、対象の方に
通知を送付済み（通知が届かない方はご連絡くだ
さい）
○このコーナーは、毎月21日号に掲載します

10月の予防と相談

府中市メール配信サービスへの登録はt-fuchu@sg-m.jpへ空メールを送信

凡例：日日程・日時　場会場・場所　対対象
　　  定定員　費費用　内内容　講講師　出出演
　　  主主催　他その他　申申込み　問問合せ

中央図書館

ラグビーワールドカップ2019&東京2020オリンピック・パラリンピック特集

世界　府中　
　ラグビーワールドカップ2019の
開会式と開幕戦は、平成31（2019）年
９月20日（金）に東京スタジアムで開
催されます。
■ラグビーワールドカップ2019をレ
ガシーに
　７月19日に、ラグビーワールドカッ
プ2019組織委員会と公認チームキャ
ンプ地契約を締結し、本市は正式にイ
ングランド代表とフランス代表の公
認チームキャンプ地となりました。
　伝統国・強豪国である両代表。イン
グランドはラグビー発祥の地。真っ
白のジャージにバラのエンブレムが
その誇りの高さを象徴しています。
その誇りを胸に、大会では歴代好成
績を残しています。一方、過去の大会
での活躍から、ただで終わることの
ない存在感が真骨頂といわれるフラ
ンス。型にはまらない個性的なプ
レースタイルとそのラグビーの哲学
で観客を魅了します。
　市では、大会開催１年前に合わせ、
９月23日（祝）に、両国の大使館などと
協働し、両国の音楽や食などの文化に
触れることができるイングランド＆
フランスラグビーフェスティバルin
府中を開催します。このイベントを
きっかけにおもてなしの準備を進め、
大会終了後もレガシーとして引き続
き両国との国際交流を目指します。

■チケット一般販売開始
　９月19日に、ラグビーワールド
カップ2019のチケット第１次一般
販売が始まりました。「この感動は、
一生に一度だ。」をキャッチコピーに
行われるこの国際大会を、ぜひ、間近
で観戦してみませんか。
　本市では、いよいよ１年後に迫っ
た大会に向け、イベントを継続的に
行うほか、キャンプ地マークを活用
したまちの装飾やラッピングバスの
運行、グッズの作成・配布を行うなど
更なるＰＲを行っていきます。

▲ 公認チームキャンプ地として
のレガシーを

府中よい
とこ

　再発見
郷土の森博物館
～秋の花ごよみ

　郷土の森博物館では、梅やアジサイ
が有名ですが、９月中旬から下旬にな
ると鮮やかな紅い花を咲かせるヒガン
バナ、薄紫の花で囲まれたハギのトン
ネルなど、秋らしい花々を楽しむこと
ができます。今号では、郷土の森博物館
の秋の花ごよみをご紹介します。
　問合せは、経済観光課観光係（３３
５・４０９５）へ。
■ヒガンバナ
　ヒガンバナは、９月中旬から、燃える
ように赤色の花を咲かせます。ヒガン
バナの花期は短いですが、だからこそ
印象深い景色として、私たちの前に広
がります。郷土の森博物館では、川崎平
右衛門広場がおすすめスポット。広場
一帯が赤く染まる様子は圧巻です。

■ハギのトンネル
　上品な薄紫のハギの花がトンネル
を彩ります。普段は緑色のトンネル
が小さな紫の花で色付き、皆さんを
お待ちしています。可憐な花を咲か
せるハギは、秋の七草のひとつとし
て、万葉集にも詠われる秋の景色の
代表格です。
　また、館内のプラネタリウムでは、
９月24日（月）の中秋の名月にちな
み、９月23日（祝）午後４時から特別
投映「中秋の名月」で、お月見につい
て生解説で紹介します。
　秋の行楽日和には、郷土の森博物
館で、小さい秋をたくさん見つけて
みてはいかがですか。

ラグビーワールドカップ
2019™開催１年前

▲ 

左
か
ら
夏
海
さ
ん
、百
々
香
ち
ゃ
ん
、

高
野
市
長

　今年で開館11年を迎える中央図書館の来
館者数が、９月10日に1000万人を突破し、
1000万人目の来館者となった米田夏海さん・
百々香ちゃん（是政在住）に、高野市長が花束
と記念品を贈呈しました。
　米田さんは、「1000万人目に選ばれたこと
をうれしく思います。本が充実している図書
館を今後も利用したいです」と話してくれま
した。

来館者来館者がが10001000万人万人突破突破

▲ 緑のトンネルを紫の小さな花が
彩ります

▲ 鮮やかな赤が
印象的なヒガ
ンバナ

申込み・問合せは、母子保健係（368・5333）へ

■はじめてのパパママ学級（母親向け）／Ｆ　申９
月21日（金）から
　日11月９日（金）午後１時～４時対受講時妊娠16
～27週の初産の妊婦（週数を超えていても参加可）
定24人内妊娠中の生活、先輩ママとの交流、妊娠中
の歯の健康、むし歯菌チェック、妊娠中からの授乳
期の栄養・試食
■はじめてのパパママ学級（両親向け）／Ｆ　申９
月21日（金）から
　日11月10日（土）午前９時半～正午対受講時妊娠
28～36週の初産の妊婦と配偶者定32組内お産の
経過、赤ちゃんとの生活ほか
■助産師相談
　日①10月15日・22日・29日（月）午後１時５分～
２時５分・②10月３日（水）午後１時半～４時定①
各日３人、②10人内助産師による妊娠・出産・母乳
育児・乳房の相談（相談は電話予約）
■子育て相談室
　日受付は月曜から金曜日　午前８時半～午後５
時内保健師・看護師・栄養士・歯科衛生士による電

話・面接相談（面接相談は原則として電話予約）
■離乳食教室ステップ１／Ｆ　申９月26日（水）か
ら
　日10月24日（水）午前10時半～11時45分対平成
30年４～６月生まれで第１子の保護者定40人内離
乳食の開始について、講話、試食、懇談
■離乳食教室ステップ２／Ｆ　申９月26日（水）か
ら
　日10月19日（金）午前10時半～11時45分対平成
30年２～４月生まれで第１子の保護者定40人内１
回食から２回食への移行について、講話、試食、懇
談
■離乳食教室ステップ３／Ｆ　申９月25日（火）か
ら
　日10月12日（金）午後１時半～３時対平成29年
11月～平成30年２月生まれで第１子の保護者定
30人内２回食から３回食への移行について、調理
実演、試食、懇談
■離乳食教室ステップ４／Ｆ　申９月25日（火）か
ら
　日10月４日（木）午後１時半～３時対平成29年４
～11月生まれで第１子の保護者定27人内離乳食か
ら幼児食への移行について、調理実演、試食、懇談
■親と子の歯みがき教室　申９月25日（火）から
　日10月９日（火）午前10時～11時対歯が生えて
いる乳児と保護者定25組内歯科医師、歯科衛生士
による講話、ガーゼ磨き

健康診査
問合せは、母子保健係（368・5333）へ

■３・４か月児健康診査と産婦健康診査／通
　日10月11日・18日・25日（木）／受付は午後１時
10分～１時45分対受診時に３・４か月の乳児と母
親
■１歳６か月児健康診査／通
　日10月15日・22日・29日（月）／受付は午後１時
10分～１時45分対受診時に１歳６か月～11か月
の幼児
■３歳児健康診査／通
　日10月９日・16日・23日（火）／受付は午後１時
10分～１時45分対受診時に３歳の幼児

■妊婦歯科健康診査
　日10月31日（水）、11月29日（木）／受付は午後１
時半対受診時妊娠16～31週の妊婦定各日20人内
歯科健康診査、歯磨き指導／母子健康手帳、受診票
持参／市内協力歯科医院でも受診可
■はじめての歯科健診　申９月26日（水）から
　日10月12日（金）午前10時・11時、午後１時15
分・２時15分対平成29年９・10月生まれの幼児内
歯科健康診査・歯磨き指導申 問予防歯科指導担当
（368・5322）へ
■２歳・２歳６か月・４歳・５歳児幼児歯科健診
　日①10月４日・②25日（木）午前９時半～11時15
分、午後１時15分～３時・③10月17日（水）午後１
時15分～３時対①平成28年９月生まれの幼児、②
平成28年３月生まれの幼児、③平成25・26年９月
生まれの幼児内歯科健康診査、歯磨き指導申 問予
防歯科指導担当（368・5322）へ
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姉妹都市長野県佐久穂町姉妹都市長野県佐久穂町だよりだより

▽申込み 利用日の３か月前（市民、姉妹
都市・友好都市住民以外の方は１か月前）
の月の１日から前日に、市民保養所「やち
ほ」の ホ ームページ（http://www.hoyo
jo.jp/fuchu-yachi
ho/）、または電話で
市民保養所「やちほ」
（０１２０・２１０４
４６）へ

佐久穂町へお越しの際は
ぜひご利用を 市民保養所市民保養所「「やちほやちほ」」

　市民保養所「やちほ」は、八千穂高原の標高1600
メートルに位置する宿泊施設で、市民や市内在勤
の方が安価で快適に利用することができます。
　問合せは、住宅勤労課勤労福祉係（３３５・４
１２５）へ。299
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自然園
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市民保養所「やちほ」

姉妹都市佐久穂町友好訪問姉妹都市佐久穂町友好訪問
～秋のバスハイク～秋のバスハイク

　無料アプリを使っ
て、　　マークの付い
た写真にスマートフォ
ンをかざすと、動画を
見ることができます。

広報ふちゅうの
写真が動く！ ＡＲ動画

▲ 

Ａ
Ｒ
の
説
明

ペ
ー
ジ

AR

AR

▽日程 10月18日（木）・19日（金）／１泊
２日
▽集合時間・場所　午前８時15分に観光
情報セン

ター

▽対象 平成15年４月１日以前生まれ
の市民
▽定員 40人（抽せん）
▽費用 14000円（宿泊費・食事代・保険
料ほか）
▽内容 白駒池ハイキング、姉妹都市長
野県佐久穂町の見学ほか

　八ヶ岳連峰のふもとに位置する八千穂高原には、美しい白
樺の群生地が広がっています。この季節、白樺の葉は黄金色に
輝き、八千穂高原に一足早い秋の訪れを告げます。市民保養所
「やちほ」周辺でも、まもなく、モミジやカエデ、ドウダンツツ
ジなどが色付きはじめ、美しい紅葉を楽しむことができます。
　また、白駒の池周辺の原生林には、樹齢百年を超えるツガや
トウヒ、シラビソなどが優美な姿を見せてくれます。足元は一
面コケで覆われ、緑のじゅうたんのような神秘的な景色は訪
れる人々を魅了します。少し足を伸ばして、高見石まで登る
と、美しい白駒の池の全容を望むことができます。
　市民保養所「やちほ」の眼下に広がる八千穂レイクは、管理
釣り場で、本格的なルアーやフライフィッシングから、親子で
楽しめる「釣りっこランド」など、大自然の中でゆったりとし
た時間を過ごせるスポットです。周辺には白樺の小径や塩く
れの小径などの散策コースもありますので、ぜひ、秋の八千穂
高原へお越しください。

　本市と佐久穂町は、姉妹都市の盟約を結んでいます。　本市と佐久穂町は、姉妹都市の盟約を結んでいます。
　今号は、自然豊かな八千穂高原の秋の楽しみ方を紹介します。　今号は、自然豊かな八千穂高原の秋の楽しみ方を紹介します。
　問合せは、協働推進課都市交流担当（３３５・４１３１）へ。　問合せは、協働推進課都市交流担当（３３５・４１３１）へ。

黄金色に輝く八千穂高原へ
お越しください

▽宿泊 市民保養所「やちほ」／宿泊は男女
別の相部屋
▽主催 府中友好都市交流協会
▽申込み ９月28日（金）まで（必着）に、往
復はがき（１枚２人まで）に住所、氏名（ふり
がな）、年齢、性別、電話番号、返信用宛名を
記入して、府中友好都市交流協会事務局「秋
のバスハイク」係（〒183－8703市民協働
推進部協働推進課内）へ
▽問合せ 府中友好都市交流協会事務局
（３３５・４１３１＝協働推進課内）

佐久穂町紅葉祭佐久穂町紅葉祭
▽日時 10月７日（日）
▽場所 八千穂レイク周辺
▽内容 丸太切り・プルーンの種飛ばし大会、花さく太
鼓、特産品コーナーほか
▽問合せ 佐久穂町役場産業振興課（０２６７・８８・３
９５６）


